
随意契約の結果
【令和元年７月分】役務・物品購入 独立行政法人都市再生機構本社

公益法人の区分
国所管、都道府県

所管の区分
応札・応募者数

令和元年度６－９月期ＣＰに係

るＯＯＨデザイン制作等業務

分任契約担当役

本社

総務部長

佐藤　剛

神奈川県横浜市中区本町６－５

０－１

令和1年7月10日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 4,420,440円 3,267,000円 73.9％

本業務は、ＵＲ都市機構のブランド価値及び社会的認知の向上を

図ることを目的とするものである。

　上記目的を達成するためには、豊富な実績と企画制作力が求め

られるため、企画提案競技により選定を行った。

その結果、当該法人の提案内容が総合的に最も優れていたため、

随意契約を行ったものである。

-

入居促進に係るタレントＤＩＹ

記事制作等業務（くらしのカ

レッジ）

分任契約担当役

本社

総務部長

佐藤　剛

神奈川県横浜市中区本町６－５

０－１

令和1年7月11日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 17,523,000円 17,523,000円 100.0％

本業務は、ＵＲ都市機構のブランド価値及び社会的認知の向上を

図ることを目的とするものである。

　上記目的を達成するためには、豊富な実績と企画制作力が求め

られるため、企画提案競技により選定を行った。

その結果、当該法人の提案内容が総合的に最も優れていたため、

随意契約を行ったものである。

-

令和元年度ＵＲ賃貸住宅におけ

る子育て応援ポイントサービス

申込受付業務

分任契約担当役

本社

総務部長

佐藤　剛

神奈川県横浜市中区本町６－５

０－１

令和1年7月26日

（株）ロイヤリティマーケ

ティング

東京都渋谷区恵比寿１－１

８－１４

1011001058851 30,378,117円 27,182,650円 89.5％

本業務は、ＵＲ賃貸住宅の魅力と認知度向上を目指すとともにポ

イントデータを活用したマーケティング手法確立等を図ることを

目的とするものである。上記目的を達成するためには、豊富な実

績と企画制作力が求められるため、企画提案競技により選定を

行った。

その結果、当該法人の提案内容が総合的に最も優れていたため、

「ＵＲ賃貸住宅における共通ポイントの導入及びデータ分析等業

務」第4条に基づき、随意契約を行うものである。

-

賃貸施設に係る「ＵＲテナン

ト」ＷＥＢ広告出稿等業務（令

和元年８月～１０月出稿分）

分任契約担当役

本社

総務部長

佐藤　剛

神奈川県横浜市中区本町６－５

０－１

令和1年7月30日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 3,261,600円 3,261,600円 100.0％

　本業務は、ＵＲ都市機構のブランド価値及び社会的認知の向上

を図ることを目的とするものである。

　上記目的を達成するためには、豊富な実績と企画制作力が求め

られるため、企画提案競技により選定を行った。

その結果、当該法人の提案内容が総合的に最も優れていたため、

随意契約を行ったものである。

-

ＵＲ賃貸住宅入居促進（ブラン

ド）に係るＷＥＢ動画広告出稿

業務（８月分）

分任契約担当役

本社

総務部長

佐藤　剛

神奈川県横浜市中区本町６－５

０－１

令和1年7月30日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 9,504,000円 9,504,000円 100.0％

本業務は、ＵＲ都市機構のブランド価値及び社会的認知の向上を

図ることを目的とするものである。

　上記目的を達成するためには、豊富な実績と企画制作力が求め

られるため、企画提案競技により選定を行った。

その結果、当該法人の提案内容が総合的に最も優れていたため、

随意契約を行ったものである。

-

ＵＲ賃貸住宅入居促進（ブラン

ド）に係るＷＥＢ広告出稿業務

（８月分）

分任契約担当役

本社

総務部長

佐藤　剛

神奈川県横浜市中区本町６－５

０－１

令和1年7月30日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 5,319,000円 5,319,000円 100.0％

本業務は、ＵＲ都市機構のブランド価値及び社会的認知の向上を

図ることを目的とするものである。

　上記目的を達成するためには、豊富な実績と企画制作力が求め

られるため、企画提案競技により選定を行った。

その結果、当該法人の提案内容が総合的に最も優れていたため、

随意契約を行ったものである。

-

ＵＲ賃貸住宅入居促進に係るＷ

ＥＢ記事広告出稿等業務（８

月）

分任契約担当役

本社

総務部長

佐藤　剛

神奈川県横浜市中区本町６－５

０－１

令和1年7月30日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 5,146,200円 5,146,200円 100.0％

本業務は、ＵＲ都市機構のブランド価値及び社会的認知の向上を

図ることを目的とするものである。

　上記目的を達成するためには、豊富な実績と企画制作力が求め

られるため、企画提案競技により選定を行った。

その結果、当該法人の提案内容が総合的に最も優れていたため、

随意契約を行ったものである。

-

ＵＲ賃貸住宅入居促進（セール

ス）に係るＷＥＢ広告出稿業務

（８月分）

分任契約担当役

本社

総務部長

佐藤　剛

神奈川県横浜市中区本町６－５

０－１

令和1年7月30日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 25,866,000円 25,866,000円 100.0％

本業務は、ＵＲ都市機構のブランド価値及び社会的認知の向上を

図ることを目的とするものである。

　上記目的を達成するためには、豊富な実績と企画制作力が求め

られるため、企画提案競技により選定を行った。

その結果、当該法人の提案内容が総合的に最も優れていたため、

随意契約を行ったものである。

-

入居促進に係るＳＥＯ対策記事

制作等業務

分任契約担当役

本社

総務部長

佐藤　剛

神奈川県横浜市中区本町６－５

０－１

令和1年7月30日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 19,602,000円 19,602,000円 100.0％

本業務は、ＵＲ都市機構のブランド価値及び社会的認知の向上を

図ることを目的とするものである。

　上記目的を達成するためには、豊富な実績と企画制作力が求め

られるため、企画提案競技により選定を行った。

その結果、当該法人の提案内容が総合的に最も優れていたため、

随意契約を行ったものである。

-

令和元年度入居促進に係るＲＯ

ＯＭＩＥ記事制作等業務

分任契約担当役

本社

総務部長

佐藤　剛

神奈川県横浜市中区本町６－５

０－１

令和1年7月30日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 13,647,150円 13,647,150円 100.0％

本業務は、ＵＲ都市機構のブランド価値及び社会的認知の向上を

図ることを目的とするものである。

　上記目的を達成するためには、豊富な実績と企画制作力が求め

られるため、企画提案競技により選定を行った。

その結果、当該法人の提案内容が総合的に最も優れていたため、

随意契約を行ったものである。

-

契約相手方の法人番号 備　　考予定価格 契約金額 落札率 随意契約によることとした理由
再就職

役員数

公益法人の場合

契約相手方の氏名

及び住所

工事、業務又は物品購入等契約

の

名称及び数量等

契約担当役の氏名及びその

所属する支社等の所在地
契約を締結した日



随意契約の結果
【令和元年７月分】役務・物品購入 独立行政法人都市再生機構本社

公益法人の区分
国所管、都道府県

所管の区分
応札・応募者数

契約相手方の法人番号 備　　考予定価格 契約金額 落札率 随意契約によることとした理由
再就職

役員数

公益法人の場合

契約相手方の氏名

及び住所

工事、業務又は物品購入等契約

の

名称及び数量等

契約担当役の氏名及びその

所属する支社等の所在地
契約を締結した日

ＵＲ企業広報動画制作に係る企

画及び撮影費用

分任契約担当役

本社

総務部長

佐藤　剛

神奈川県横浜市中区本町６－５

０－１

令和1年7月4日

（株）アイアンドエス・

ビービーディオー

東京都中央区晴海１－８－

１０

7010001035178 7,255,947円 7,136,316円 98.4％

本業務は、ＵＲ都市機構のブランド価値及び社会的認知の向上を

図ることを目的とするものである。

企画提案競技の結果、当機構の企画意図と合致し、最も有効な提

案と認められた業者であるため、「平成31年度広報企画及びプロ

モート等業務の実施に関する覚書」第２条の規定に基づき、随意

契約を行ったものである。

-

広報企画業務としての「ＵＲＰ

ＲＥＳＳ」記事ブースト配信企

画等業務

分任契約担当役

本社

総務部長

佐藤　剛

神奈川県横浜市中区本町６－５

０－１

令和1年7月22日

（株）アイアンドエス・

ビービーディオー

東京都中央区晴海１－８－

１０

7010001035178 3,358,800円 3,358,800円 100.0％

本業務は、ＵＲ都市機構のブランド価値及び社会的認知の向上を

図ることを目的とするものである。

企画提案競技の結果、当機構の企画意図と合致し、最も有効な提

案と認められた業者であるため、「平成31年度広報企画及びプロ

モート等業務の実施に関する覚書」第２条の規定に基づき、随意

契約を行ったものである。

-

社外報（５８号）配布戦略とし

ての雑誌等同梱業務

分任契約担当役

本社

総務部長

佐藤　剛

神奈川県横浜市中区本町６－５

０－１

令和1年7月26日
（株）新潮社

東京都新宿区矢来町７１
1011101009060 2,327,400円 2,327,400円 100.0％

本業務は、ＵＲ都市機構のブランド価値及び社会的認知の向上を

図ることを目的とするものである。

上記目的を達成するためには、豊富な実績と企画制作力が求めら

れるため、企画提案競技により選定を行った。

その結果、当該法人の提案内容が総合的に最も優れていたため、

随意契約を行ったものである。

-

広報企画業務としての日本経済

新聞主催「ＳＤＧｓフォーラム

特別シンポジウム」企画

分任契約担当役

本社

総務部長

佐藤　剛

神奈川県横浜市中区本町６－５

０－１

令和1年7月11日

（株）アイアンドエス・

ビービーディオー

東京都中央区晴海１－８－

１０

7010001035178 3,240,000円 3,240,000円 100.0％

本業務は、ＵＲ都市機構のブランド価値及び社会的認知の向上を

図ることを目的とするものである。

企画提案競技の結果、当機構の企画意図と合致し、最も有効な提

案と認められた業者であるため、「平成31年度広報企画及びプロ

モート等業務の実施に関する覚書」第２条の規定に基づき、随意

契約を行ったものである。

-

令和元年度永年勤続表彰に係る

カタログギフトの調達

分任契約担当役

本社

総務部長

佐藤　剛

神奈川県横浜市中区本町６－５

０－１

令和1年7月1日

（株）そごう・西武

東京都千代田区二番町５－

２５

6010001127026 1,827,530円 1,799,679円 98.5％

　本業務は令和元年度永年勤続表彰の実施にあたり、勤続20年表

彰及び勤続30年表彰の賞品（カタログギフト）として、よりふさ

わしいものを選定することを目的として実施するものである。

　上記目的を達成するためには、豊富な商品提案力が求められる

ため、企画提案競技方式により契約相手先の選定を行った。選定

の結果、総合的に優れていた当該法人と随意契約を行ったもので

ある。

-


